
健康診査

妊婦健康診査

予防接種

相 　 　 談

相　談相　談
と　　き 申　込　み定 員 備　　　　　考ところ

保健
センター ̶̶7月22日㈮

9時30分～11時
すくすく広場

（育児相談・栄養相談）
育児相談・栄養相談希望者は母子手帳持参

※身体計測や遊びもあります。 ○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター

教　室

と　　き と こ ろ 定　員 費　　　　用 申 込 み検 診 ／ 対 象

保健センター

保健センター

検　診検　診検　診

1,400円

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　受付時間8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

肺がん・胃がん検診の申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。乳がん・子宮がん
検診の申し込みは、はがき、地区市民センター、保健センターで受け付けます。

○市内に住民登録・外国人登録をしている方が対象です。
○年度内に同じ検診を重複して受けることはできません。
○70歳以上の方、65歳から69歳の障がい認定を受けている方のうち後期高齢者医療対象者、生活保護世帯の方、

市民税非課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査、乳がん検診は除く）。市民税非課税世帯の方は本
人確認できるもの（免許証・保険証など）を持参し、当日受付をする前に事務所窓口までお越しください。

○40歳以上で健康手帳をお持ちの方は持参してください。
○検診結果は約1カ月後に郵送します。

※授乳中の方、ペースメーカーなど胸壁や乳房内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）
を装着されている方、V-Pシャントを施行されている方は受診できません。

午前各40人
午後各40人

午前各40人
午後各40人

7月19日㈫
9時～11時 保健センター肺がん 

レントゲン撮影　200円
たんの検査　  　600円

40歳以上の方 ※妊娠中、妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査を希望される方は、検査当日に会場で容器をお渡しします。

100人

7月15日㈮
9時～11時

8月8日㈪、9月5日㈪
 9時30分～11時、
13時～15時

8月3日㈬、9日㈫、
9月2日㈮

 9時30分～11時、
13時～15時

保健センター胃がん
（バリウムによる）

乳がん
（超音波による）

1,000円

40歳以上の方
※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。
※妊娠中・妊娠の可能性のある方は受診できません。
※前日の21時以降は飲食、喫煙はしないでください。

40人

20歳以上の女性

保健センター 900円
※生理日にあたっている方は受診できません。※検診前日の接触と洗浄は避けてください。

各70人8月3日㈬、8日㈪、９月5日㈪
　13時～14時30分

子宮がん
（頸部）

20歳以上の女性

1,900円

※マンモグラフィは乳房専用のレントゲン撮影です。撮影の際は、制汗剤やパウダーなどは使用しないでください。
※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカーなど胸壁や乳房内に人工物が入ってい

る方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施行されている方は受診できません。
※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフィ検診を重複して受診することはできません。

受付中
（定員になり次第締切り）

6月24日㈮から
（定員になり次第締切り）

6月21日㈫～30日㈭
（消印有効）

6月21日㈫～30日㈭
（消印有効）

6月21日㈫～30日㈭
（消印有効）

乳がん
（マンモグラフィによる）

40歳以上の女性

保健
センター

8月18日㈭
13時～14時
個別相談は14時
から14時30分

市民公開健康相談
医師による講演会と
質疑応答、個別相談

森 正博 医師（耳鼻咽喉科）
「難聴について」

（個別相談は1人15分程度）
6月24日㈮から

５0人
程度

（先着順）（ （（ （ 個別相談
は2人（ （

※個別相談の申し込みは、8月8日㈪までにお願いします。

＜乳がん・子宮がんの申し込み方法＞
※一つの検診につき、一人はがき1枚です。
※はがきの裏面へ、希望する検診名、希望する検診日（第2希望まで。乳がん検診は、午前・午後も）、氏名（ふりがな）、

生年月日、郵便番号・住所、電話番号を記入の上、〒513-0809　鈴鹿市西条5-118-3　健康づくり課
「がん検診担当」へ

※申し込みが定員を超える場合は、抽選となります。結果は、7月中旬ごろに郵送でお知らせします。
※地区市民センター、保健センターでも申し込めます。
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無料保健
センター

7月10日㈰
9時30分～11時45分または
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など

プレパパ・ママ コース
妊娠5カ月から8カ月の方

とその夫で初参加の方
6月23日㈭から

■すくすくファミリー教室

各15組

材料費保健
センター

7月29日㈮
9時45分～12時

親子で手作りクッキング
体験

親子クッキングコース
4歳以上の就学前の子と

その保護者
6月28日㈫から15組

健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp  　受付時間　8時30分～17時15分

健康診査健康診査健康診査

妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査

予防接種予防接種

相　談

予防接種

○鈴鹿郵便局○鈴鹿郵便局

○市役所○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター○社会福祉センター

○図書館○図書館

○文化会館○文化会館

○鈴鹿郵便局○鈴鹿郵便局

○市役所○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅近鉄三日市駅
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○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター●保健センター

教　室教　室教　室

検　診

月 献 血7 日 程の

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　受付時間8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

　1歳6カ月、3歳6カ月児の
健診を行います。対象の方に
個別に通知します。受診日の
変更希望は、健康づくり課へ

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について

　平成23年度対象者は下記のとおりです。予診票がない方は、健康づくり課、地区市民センターで母子健康手
帳を提示すれば受け取れます。
対　象／2期（就学前1年間の方：平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれ）
　　　　3期（中学1年生：平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ）
　　　　4期（高校3年生相当の方：平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれ）
ところ／実施医療機関　※あらかじめ、実施医療機関へ接種日時などを確認してください。

回　数／対象年齢内で1回　費　用／無料（対象年齢内で1回限り。無料接種期間は平成24年3月31日まで）
持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票  

■子宮頸がんワクチンについて・・・ワクチンの全国的な供給不足により、ワクチン接種が遅れています。
今後、厚生労働省から方針が示された場合、速やかに市ホームページ、広報すずかなどでお知らせします。

■日本脳炎予防接種について・・・平成7年6月1日から平成19年4月1日に生まれた方には、日本脳炎の予防
接種が不十分な方がみえます。母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてください。詳しくは、市
ホームページのトピックスをご覧いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料保健
センター

7月11日㈪
10時～11時30分

離乳食の進め方について
( 5カ月から8カ月ごろの
離乳食）、試食、栄養相談

離乳食コース
平成23年1月から3月生まれ

の乳児をもつ初参加の方
6月23日㈭から30組

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料保健
センター

7月26日㈫
13時～15時

健康運動指導士による
体操やゲームなど

健康広場
(いきいきからだ編）
65歳以上で医師からの
運動の制限がなく、日ごろ
運動する機会が少ない方

6月24日㈮から
（先着順）30人

無料保健
センター

7月13日㈬
10時～11時30分

自分でできる介護予防
「栄養について」

健康広場
（はつらつまなび編）

65歳以上の市民

6月24日㈮から
（先着順）30人

と　き　2日㈯、10日㈰、18日（月・祝）、24日㈰
　　　　10時15分～11時30分、12時30分～16時
ところ　鈴鹿ベルシティ
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。

※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

　　妊婦健診を県外の医療機関で受診された方の公費助成の申請期間は、県外で受診した日から
1年以内（申請分のうち1番早い受診日から1年以内）です。
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